
 

 

 

 

 

 

会長 市川 操 
明けましておめでとうございます。 

 会員の皆様にはお元気で新年をお迎えのこととお喜

び申し上げま す。私が 会長をお受けしてから、早くも 1

年近く、駆け足で経過しようとしておりますが、この間、多く

の皆さんのご支援を頂き無事に新年を迎えられましたこと

を、まずもってお礼申し上げます。 

 偉大な前任者とは比較しないでと就任時にお願いしたことを覚えております。高齢化も

あり、厳しい役員体制の下ではありましたが、平日ウオークも予定どおり実施出来ましたし、何といっても会報を 2 ヶ

月に 1 度ですが、例会等に参加出来なかった方にも届ける事が出来たことは本当に良かったと思います。ただこれも

特定の役員の負担の上で出来ている現実がありますので、この改善も課題です。 

 月例会、平日ウオーク、ふぁみりーウオークと数の上では限界かと思います。中身の吟味をこの 1 年重ねてみたい

と思います。全ての皆さんのニーズに応えられるとは思いませんが、メインの大会も欲しいし、距離が長くて無理な方

には途中下車が可能なコースの設定、あるいは団体歩行の中でも、早い組、ゆっくり組とすることは出来ないのか、

ふぁみりーウオークの位置づけ、何らかの別な方策は無いのか等諸々であります。 

 会費の件は総会に提案します。全国情報誌の不要の方への対応、そして入会し易くしたいものです。役員の件も既

に会報でお知らせしましたが準役員として従来型の役員のほか、非常勤的に応援できる方には手伝って頂きたいと

思います。当会に限るものでは有りませんが、高齢化に加えて減少化を食い止め、増加に転じたいものです。 

 「いつまでも元気に暮らす」が歩けの原点だと

思います。継続する事が大切で、楽しく、無理を

しないで、小さくとも目標を決めて取り組んで行き

たいものです。ダイアリーは有効に活用しましょ

う。 

 何をするにも皆さんのご理解、ご協力が必要で

す。総会時にはアンケートも考えております。皆さ

んのご意見、要望もお聞きしながら、そして智恵

をお借りして本会の発展に役立つ事が出来れば

幸いです。6 月には節目として、15 周年式典も実

施したいと考えております。お互いに良い 1 年で

あったと振り返れるようにしたいものです。  
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本年もどうぞよろしく 

お願い申し上げます 

   役員一同 



平成 19年 12 月 9 日 月例会 

「江戸川霊場めぐり①」を担当して   
                                                コースリーダー  和田 武年 

この例会行事の提案は私であり、会員の Y 氏がご自分の足で集めて作った小冊子を念頭に以前から考えてい

たものだった。年間行事計画で 12 月に決まったために年初は会員に会報ほゆうを送付する具体化プロジェク

トチームリーダーの作業に没頭していた。8 月末に最初の送付を完了して一息つく間もなく、12 月の行事は

11 月の CWAニュースに掲載する。その為には行事実施計画を 9 月末までに作って CWAと JWAに送らなけ

ればならない。9 月 1 日に地図を購入して十数枚コピーを取り、Y氏の資料を元に赤線を入れていった。出発

は 1 番札所の有る南流山の東福寺と決まっているから、お昼の食事を流山おおたかの森 SCと定めて、9/2～4

の 3 日間はぶっ続けで歩いた。地図上で作ったコースは歩いてみると、欲張り過ぎて 20ｋｍを越えていた。

次回のパートⅡのルートも考えながら、削りに削って今回の最終コースが決定したのが、現地を歩いて調査し

た 6 日目の 9 月 28 日であった。レッツウオークと

CWAニュースに送る原稿はやっと間に合ったが、通

常のコース作りと違って、多数の点にトイレと昼食場

所を線で結ぶコース作りの難しさは、計り知れないも

のがあると痛感した。 

 出来上ったコースをサブリーダーに紹介する日に、

早目に南流山駅に立って 1 時間ほど通勤客に案内地

図を配布したが、先を急ぐ通勤客に配布するのはどう

も配る対象が違うことを知った。流山市の広報にも掲

載して貰ったところ、電話の反応が 3 件あった。 

 実施当日は素晴らしい好天に恵まれて、役員を含め

て 96名の参加者があった。広報を見て電話してきた方のうち男女 2名の方から声がかかったのは嬉しかった。

昼食地の流山おおたかの森駅広場には予定より早く 11:50に到着して、参加者から「腹が減った」との苦情を

言われなくて済んだ。また、ゴールの豊四季第一緑地にも予定より早くゴールして、今年の歩き納めの乾杯を

市川会長の音頭で気持ちよく元気に執り行う事が出来た。 

 こうした種類の行事では、道路横断や信号を避けてのコース作りは無理だった。その為多くの交通危険箇所

を通過する事になったが、何等のトラブルも無く予定時間をすべて早目に通過して無事終了する事が出来たこ

とを参加者及び協力役員に感謝申し上げる。（コース担当：筒井寿一・清水完浩・鈴木好次） 

 

 

 

     

   

この行事に参加する場合、事前の申し込み(連絡)等の必要はありません。「ふぁみりーウォーク」の集合 

時間は毎回 9：00 です。参加費(100 円)、 集合時間が出発時間ともなりますので、遅れない様にご注意ください。 

 

☆ 平成 20年 2月 1６日(土) 流山の南市境を歩こう  約９km      （担当：和田 武年）  

 集合：東武野田線豊四季駅    解散:JR武蔵野線・TX線南流山駅 

☆ 平成 20 年 3 月 22 日(土) 柏の湧水めぐり 約 9km      （担当：鈴木 好次） 

集合：JR 常磐線柏駅そごう前   解散：東武バス名戸ケ谷車庫近くの公園 

 

１に運動、２に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ 

 2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

（２） 

北総歩こう会のモットー  明るく･楽しく･和やかに  略号…明

楽和 

第 72 番札所・長福寺 



  
 

☆ 平成20年2月平日ウオーク 『街角再発見』文京における文人の足跡と建物探訪 14km  （ﾘー-ﾀﾞー 堀口 武） 

日 時／2 月 6 日（水） 9：00 団体歩行 平日パスポート押印あり 

集 合／JR 上野駅公園口徒歩 2 分 上野公園噴水前     解 散／１5:00 頃 JR 田端駅 

参加費／会員 100 円・県内歩会々員 200 円・他県協会々員&一般参加 300 円 

コース／上野公園～神田明神（ｗｃ）～湯島天神宮～麟祥院～本郷中央教会～東大赤門～文京ふるさと歴史館～ 

坪内逍遥旧居跡～樋口一葉旧居跡～徳田秋声旧居跡～鳳明館本館～大栄館～求道会館～本郷館アパート～ 

根津教会～根津神社（昼食・ｗｃ）～森鴎外の観湖楼跡～駒込公園（ｗｃ）～田端文士村記念館（ｗｃ）～JR 田端駅 

○ みどころ／国登録有形文化財に指定されている古い建造物と、樋口一葉・啄木・漱石・鴎外・徳田秋 

声・芥川龍之介など文人の足跡を、本郷から田端の文人村へ訪ねて歩きます。 

 

☆ 2 月例会 総会ウオーク  10km      （ﾘー-ﾀﾞー市川 操）  歩きたくなる道 500 選「千葉-1」の押印あり 

日 時／2 月 23 日（土） 13：10（総会の後、半端な時間でごめんなさい）  団体歩行    

集 合／JR 常磐線我孫子駅北口 3 分・我孫子ふれあい広場 総会終了後、各自で広場へ行って下さい 

参加費／CWA会員無料・県外歩会員&一般参加 300 円  解 散／16:00頃 手賀沼公園 

コース／ふれあい広場（ｗｃ）～鷲神社（ｗｃ）～久寺家城址・宝蔵寺～利根川遊水土手～R６号・船取線・R３５６号線 

を渡る～山階鳥類研究所・鳥の博物館～親水広場・水の館（ｗｃ）～手賀沼公園 

○ みどころ／静かな佇まいの鷲神社、久寺家城址は相馬霊場 84 番宝蔵寺で知られる。遊水土手からは筑 

波山が良く見える、楚人冠を思い出して。茂吉の柴崎沼（本願寺沼）もこの先にあったとか。鳥の博物館、

水の館は手賀沼の表の顔である。 

日時：2 月 23 日（土）10:15より 

場所：我孫子市民プラザ（あびこエスパ 3F） 

JR常磐線我孫子駅北口徒歩 8分（案内有り） 

総会後、13:10 より 10ｋｍのウオークあり 

 

☆ 3 月平日ウオーク 松戸市内の史跡と古墳を訪ねて  15ｋｍ    （ﾘー-ﾀﾞー 森 禎之）  

日 時／3 月 5 日（水） 9：00 団体歩行  平日パスポート押印あり 

集 合／JR 常磐線松戸駅西口徒歩 3 分 西口公園   解 散／14：30 頃 新京成線 五香駅 

参加費／会員 100 円・県内歩会々員 200 円・他県協会々員&一般参加 300 円 

コース／西口公園～いちご公園～二十世紀梨公園～高塚古墳～佐渡が嶽部屋～新京成線五香駅 

○みどころ／今回は史跡のうち二十世紀梨の原木があった場所や、無形文化財になっており市内で 3 箇所 

有る三匹の獅子舞の一つ日枝神社そして高塚古墳から相撲部屋を巡ります。 

 

☆ 3 月例会  手賀川を歩く      14km      （ﾘー-ﾀﾞー 菊池 靖） 

日 時／3 月１5 日（土） 9：15   団体歩行   集 合／JR成田線湖北駅南口徒歩 10 分湖北台中央公園 

参加費／CWA会員無料・県外歩会員&一般参加 300 円 

解 散／14:00 頃 JR成田線新木駅近く気象台記念公園 

コース／湖北台中央公園～水道橋（手賀川）～興福院平和公園共同墓地（WC）～香取鶏見両神社～浅間橋 

（手賀川）～相島芸術文化村（昼食・WC）～気象台記念公園～新木駅 

○みどころ／湖北から沼南間の手賀沼跡を往復、そこで干拓以前の水をたたえた手賀沼を偲びたい。なお、 

干拓事業に功労のあった井上家、現在の相島芸術文化村（入場料￥100）に立ち寄り見学する。 

 

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 
（３） 

総会出席のご案内 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 



  平成 19 年 12月 19 日 平日ウォーク 

「相馬霊場めぐり①」を担当して 

                                   コースリーダー 森 禎之 
８月の暑い日差しを浴びながら、第１回目のコースの下見を行いました。一人旅のためにのんびりと地図

を見ながら各札所に向かいましたが、場所によってはマンションが立ち並びその影になったり、また景色が変

わったためにのんびり出来なくなってしまいました。札所の近くに地元の人が畑を耕していたので声をかけれ

ば、その人は「以前は松戸の方で工事をした事が有るので良く知ってるよ」と昔話に話が弾んだりして、なか

なか先に進まなかった事もありましたが、コースも何とか消化出来たので地図上にコースを落としました。そ

れを基にして再度歩くとやはり違った道が見つかり、そこを歩いてみて良ければ修正し、あるいは基の道で行

こうと思ったり、各札所が近いので一筆書きで道を作るともどうしても何箇所かは戻るようになってしまった

が仕方がないと諦める。このコースでいつも思うのは午前中のトイレが満足に無い事だが、今回は城山観音堂

にお願いして OKを貰ったので助かった。昼

食も少し早いがこの場所を借りることにす

る。これでトイレの心配も無くなり一安心。

次の下見で細い道や歩道の無い箇所や危険

な箇所を確認しながら地図に落とし、とりあ

えずコースは完成した。この後、サブリーダ

ーと歩けばやはりもっと良い道があるとの

ことで検討しながら歩く。再度地図を修正し

てより良いコースが出来たとおもいます。 

如何せん坂が多いのでこれだけはどうしよ

うもなく、参加の皆様には距離の割には疲れ

が多かったのではないかと思います。参加者

の皆さんどうもお疲れ様でした。 

（コース担当：石原洋二・筒井寿一） 

 

地球一周四万キロ      ☆4 万キロ達成・・・H19.10.31 に会員の清水完浩さんが地球 1 周 4 万キ

ロの偉業を達成いたしました。                 

        ☆ 日本マスターウオーカー金メダル賞・・・H19.12/8～9 に開催された第 

       20 回名護やんばるマーチ会場(沖縄)で会員の石原洋二さんが表彰されま 

した。金メダルは全国の公式大会を合計で 30 回完歩した者に授与されます。 

 

  東京都 在住 高野 恵右さん 

 香取市 在住 石橋喜三代さん 

松戸市 在住 佐藤 登さん 

先輩会員の皆様、どうぞよろしく！ 

 

【編集後記】誰でも同じですが、私自身も年齢の数だけ新年を繰り返し迎えた事になります。何回迎えても

やはりお正月に日の丸の旗を掲げたり、近くの神社に初詣でに行ったりすると新年を迎えた気持になります。

昨年は諸物価の相次ぐ値上げや「偽」に覆われ、明るい話題の少ない年でしたが、野球やゴルフなどスポーツ

界では爽やかな明るい出来事が多々ありましたね。会員の皆さんは今年の歩け年間計画が出来たでしょうか？ 

気候の温暖化や自然破壊などが叫ばれていますが、我々歩けの仲間達はずっと昔から自然の中に生かされてい

る自分を知って大事にして来ました。今年はその事を周囲の人達に大いに宣伝啓蒙しましょう。―歩遊人― 

編集担当  和田 武年   〒270-0121  流山市西初石 6-187-43   Tel・Fax 04-7154-0170 

5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 

 （4） 

 

新四国大師道を巡る皆さん 


